フランス

Folimage（フォリマージュ）

タイトル ■は子ども向け
原題
邦題

L'Automne de Pougne
秋のハリネズミ（仮題）

テレビ・シリーズ、スペシャル

監督
製作（国）
Pierre-Luc Granjon（ピエールリュック・グランジ
ョン）
Antoine Lanciaux（アントワーヌ・ランソー）

オフィスＨ 2013 年 1 月
問い合わせ先：hito@officeh.net

制作年

尺

2012

27 分

Folimage Studio（フランス）、Subséquence（フラ
ンス）、National Film Board of Canada（カナ
ダ）、Piwi +（フランス）、France Télévisions（フラ
ンス）

L'Eté de Boniface
夏のボニファシオ

Pierre-Luc Granjon（ピエールリュック・グランジ
ョン）
Antoine Lanciaux（アントワーヌ・ランソー）

2011

27 分

2009

27 分

Folimage （ フ ラ ン ス ） 、 Piwi （ フ ラ ン ス ） 、
Subséquence（フランス）、National Film Board of
Canada（カナダ）

Le Printemps de Mélie
春のメリー

Pierre-Luc Granjon（ピエールリュック・グランジ
ョン）
Folimage （ フ ラ ン ス ） 、 Piwi （ フ ラ ン ス ） 、
Divertissement Subséquence Inc.（フランス）、
National Film Board of Canada（カナダ）
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あらすじ、主な受賞など
技法
トレーラー
ハチミツ売りに育てられたクマの子・レオンと森の王国の王女メリーの
冒険ファンタジー。フランスで全国放送され、大きな反響を呼ぶシリー
ズの第 4 話。
ある日突然、森の王国バルタザールヴィルにある本から物語がすべて
消えてしまう。王様は死を恐れながらも、国民がひどく落ち込むことを
心配する。気むずかしいハリネズミのプーニュは「語り部ボニファシオ
の悪さに違いない」と直感する。プーニュはレオンや仲間といっしょに
物語を取り戻す冒険に出る。そしてレオンの出生の秘密も明かされ
る・・・。
フランス Wissembourg 国際アニメーション・フェスティバル 2012 年子ど
も審査員特別賞。
パペット
http://www.folimage.fr/fr/production/l-automne-de-pougne-13.htm
ハチミツ売りに育てられたクマの子・レオンと森の王国の王女メリーの
冒険ファンタジー。フランスで全国放送され、大きな反響を呼ぶシリー
ズの第 3 話。
森の小さな王国エスカンペットで、語り部ボニファシオは王妃と仲睦ま
じく暮らしている。ボニファシオが王妃に求婚しようとする頃、王妃の
娘、バルタザールヴィル国の王女メリーが夏休みにレオンたち親友を
連れてやって来る。メリーは王宮に留まり、レオンたちは、山の麓の湖
畔にテントを張ってキャンプを始める・・・。
パペット
http://www.folimage.fr/fr/production/l-ete-de-boniface-29.htm
ハチミツ売りに育てられたクマの子・レオンと森の王国の王女メリーの
冒険ファンタジー。フランスで全国放送され、大きな反響を呼ぶシリー
ズの第 2 話。
バルタザールヴィル国に冬の終わりを告げる花祭り。王女メリーがハニ
ーケーキに入った幸運のコインを当てて、花の女王となり、祭りの王に
レオンを指名する。嫉妬した語り部ボニファシオの悪巧みで国民や王
が病気になる。メリーはハリネズミのメロディーと治療に必要な花を求め
て旅に出る。レオンもボニファシオに立ち向かう・・・。
パペット
http://www.youtube.com/watch?v=Zzy6DWd7P6E

セリフ/
日本語版
有り/未

有り/未

有り/有り
吹き替え

フランス

Folimage（フォリマージュ）

L'Hiver de Léon
冬のレオン

テレビ・シリーズ、スペシャル

Pascal Le Nôtre（パスカル・ルノートル）
Pierre-Luc Granjon（ピエールリュック・グランジ
ョン）

オフィスＨ 2013 年 1 月
問い合わせ先：hito@officeh.net

2007

27 分

ハチミツ売りに育てられたクマの子・レオンと森の王国の王女メリーの
冒険ファンタジー。フランスで全国放送され、大きな反響を呼ぶシリー
ズの第 1 話。
少女を食べる、冬の守オーガを人々は恐れている。クマの正体に悩ん
で家出したレオンを語り部のボニファシオが騙して見せ物にする。バル
タザールヴィル国の王女メリーはオーガ退治を試みるが、オーガに捉
えられる。レオンは、吹雪の中、ゾウと“金のリンゴ”を持つハリネズミと
一緒にメリーを助けに行くのだが、ボニファシオが妨害する・・・。
パペット
http://www.folimage.fr/fr/distribution/l-hiver-de-leon-26.htm

有り/有り
吹き替え

2000

26 分

収穫後の畑に見捨てられた、4 つの出来損ないの野菜。その中でも勇
敢なジャガイモは農夫の後をつけて畑の外へ出る。見知らぬ世界に有
頂天になったジャガイモは道に迷ってしまう・・・。やっと仲間の所に戻
れたジャガイモは、珍しい植物が栽培されている温室の実験室を発見
するのだが・・・。

有り/未

Folimage（フランス）、TPS Télétoon（フランス）、
Subséquence（フランス）、National Film Board of
Canada（カナダ）

Patate et le jardin potager
ジャガイモと野菜畑の仲間たち（仮題）

Benoît Chieux(ブノワ・シュー)
Damien Louche-Pélissier(ダミアン・ルシュペリシ
エ)
Folimage(フランス)、France 3(フランス)、 TPS
Jeunesse/Teletoon(フランス)、SWR WDR(ドイ
ツ)

ニューヨーク映画祭 2002 年最優秀監督賞、イタリア Cartoons on the
Bay2001 年最優秀番組賞。

手書き（セル画）

L'Enfant au grelot
鈴の約束～サンタクロースの秘密～

Jacques-Rémy Girerd(ジャック＝レミー・ジレー
ル）

1998

26 分

Folimage（フランス）、France 3（フランス）、ZDF
（ドイツ）、Canal+（フランス）

ある吹雪の夜、郵便配達が森の中で泣いている赤ん坊を見つける。そ
の男の子は小さな鈴を握りしめていた。孤児院で大切に育てられる。
ある年のクリスマス前、子どもがサンタクロースへ書いた手紙を携えた
郵便配達が森に男の子を連れて行くのだが、サンタクロースが子ども
の手紙を燃やすのを見てしまう。やがて鈴に隠された秘密が明かされ
ていく・・・。
1998 年カーツーン・ドール（ヨーロッピアンオスカー）、シュツッ トガル
ト・アニメーション・フェスティバル 1998 年最優秀子供向けアニメーショ
ン賞、アヌシー国際アニメーションフェスティバル 1998 年最優秀 TV ア
ニメーション映画賞受賞。1998 年エミー賞ノミネート。
手書き（紙）
http://www.youtube.com/watch?v=uZOq8sumkME

2

有り/有り
字幕

フランス

Folimage（フォリマージュ）

Les tragédies minuscules
ありふれた悲劇

テレビ・シリーズ、スペシャル

Jean-Loup Felicioli（ジャンル・フェリシオリ）
Alain Gagnol（アラン・ギャノル）

オフィスＨ 2013 年 1 月
問い合わせ先：hito@officeh.net

1998

3:30
10 話

パリのアパルトマンに住む、男と女の日常を切り取ったシリーズ。ボタン
の掛け違いから起こる、日常的な"悲劇"（愛憎、ブラックユーモア、エ
ゴ）を淡々と描く。

Folimage（フランス）
第1話
第2話
第3話
第4話
第5話
第6話
第7話

自分らしくいたい（Ca aurait dû être moi）
ソファー（Le canapé）
噂の彼が来た（Il est arrivé quand on parlait de lui）
ここ何年も何をしていたのか、彼に聞いてみた
(Je lui ai demandé ce qu’il avait fait pendant toutes ces années)
フォークの中の 1 本のナイフ(Un couteau dans les fourcettes)
痴話げんか(La dispute)

あたしの気持ちを分かってくれたら
(Si tu savais ce que j'en pense)

第8話
第9話
第 10 話

片隅の影(Un coin d'ombre)
Je l'ai vue devant chez moi
うちの前でそれを見た
チャンスを待たねば(Il faut savoir attendre le bon moment)

第 15 回ザグレブ国際アニメーション映画祭 2002 年特別賞、イタリア・
カステリ・アニメーション映画祭 2000 年最優秀ヨーロッパ・アニメーショ
ン賞、他。
手書き

3

有り/有り
字幕

